
50MHz 変換・増幅部の

作り方（つづき）

では、先月につづいて、50MHz

変換・増幅部の製作をすすめるこ

とにしましょう。

第 9 図が、50MHz 変換・増幅部

のプリント板のプリント・パター

ンです。プリント板の加工が終わ

ったら、部品を取り付けて組み立

てます。

まず、DBM に 4 ピンの物を使っ

たので、ケースをアースしなけれ

ばなりません。そこで、第 10 図の

ように DBM のケースにアース・

ピンをハンダ付けします。

第 9 図のプリント・パターンを

みると、DBM のところにアース・

ピン用の穴があいているのがみえ

るでしょう。取り付けたアース・

ピンは、この穴に差し込んでハン

ダ付けします。

なお、DBM に 8 ピンの物を使う

ときには、このアース・ピンはい

りません。

50MHz 変換・増幅部が完成した

ら、前に作った 9MHz SSB ジェネ

レーター部とVFOのPLL-41をつ

ないで働かせてみましょう。

まず、Tr1と Tr2のアイドリング

電流がほほ予定どおりになってい

ることを確認してください。

OK でしたら、出力端子に高周
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波電力計（5～10W が測れるもの

がよい）をつなぎ、マイク入力に

『エレクトロニクス・アイデア製

作集』の⑦で紹介したツートー

ン・ジェネレーターから 1000Hz

のシングル・トーンを加えます。

これで、シングル・トーンの入

力を増やしていくと出力が出てき

ますから、L1～L3 と TC1～TC3 を

出力が最大になるよう調整します。

これで、予定の 1W を超え、電

源電圧が 12V のときに 2W 以上の

出力が得られました。

付属装置の作り方

これで、8 月号の第 2 図に示し

た、50MHz SSB トランシーバーの

基本となる受信機（部）と送信機

（部）が完成しました。しかし、

これだけではトランシーバーを完

成させることはできません。

  トランシーバーとして完成させ

るには、このほかにいくつかの付

属装置が必要です。

  第11図は、最終的な 50MHz SSB

トランシーバーの構成図です。こ

れをみると、LPF と BPF、それに

コントロール部の三つが付属装置

として必要なことがわかります。

●LPF の作り方

  9 月号の写真（1）でわかるよう

に、9MHz SSB ジェネレーターの

AF PSN が正しく働くのは、ほぼ

300～3000Hz の間です。また、電

波法令で決められた SSBの占有周

波数帯幅は 3kHz ですから、PSN

タイプの SSB 送信機の場合には

3kHz 以上の周波数をカットする

LPF が必要です。この LPF には、

『エレクトロニクス・アイデア製

作集』の⑳で紹介した「オーディ

オ・フィルター」の fc＝3kHz の

LPF をそのまま使います。

プリント板の組み立てが終わっ

たら、『エレクトロニクス・アイデ

ア製作集』㉖の「オーディオ信号

発生器」と㉒の「オーディオ・ボ

ルト・メーター」を使って調整し

ます。

第 12 図に、今回製作したものの

特性を示しておきます。この LPF

は昨年の 5月号で紹介した 50MHz 

AM 送信機でも作りましたので、

これで 3 台目ですが、再現性はい

いようです。

●BPF の作り方

50MHz 帯では、出力が 1W を超

えるとスプリアス抑圧比は 60dB

以上必要なので、出力に LPF か

BPF を入れなければなりません。

ここでは、『ハムのトランジスタ

活用』の 157 ページで紹介してあ
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る T 型アンテナ・カップラーによ

る BPF とし、ここにアンテナ切り

替え用のスイッチを含めることに

しました。

第 13図が、BPF の回路図です。

アンテナ切り替えは、リレーで行

います。

第 3 表が、BPF の部品表です。

東光のモノコイルはトヨムラ・東

ラジ店で、またセラミック・トリ

マーの CV08S600 は東京ラジオデ

パート 1 階の桜屋電機店第 1 営業

所で求めることができます。

第 14 図が、BPF のプリント・

パターンです。プリント板の加工

が終わったら、部品を取り付けて

組み立てておきます。

●コントロール部の作り方

コントロール部には、マイクに

ついている PTT スイッチで送信

と受信を切り替えるリレーと、送

信部と受信部に必要な電圧を作り

出す定電圧回路がはいります。

それから、本機で使う VFO の

PLL-41 では RIT がつけられるよ

うになっていますが、RIT では送

信と受信で切り替わるリレーが必

要なので、この RIT 回路もコント

ロール部の中に含めることにしま

す。なお、RIT 回路については

PLL-41 の取扱説明書に詳しく示

されていますので、それをみてく

ださい。

第 15 図が、コントロール部の回

路図です。

まず、IC1は PLL-41 用の 6V を

作り出す 3 端子レギュレーターで

す。また、IC2が受信部と送信部の

9MHz SSB ジェネレーター用の 8V

を作り出す 3 端子レギュレーター

です。

  9MHz SSB ジェネレーターは第

2 図では 12V で働かせるようにな

っていますが、8V でも十分に働き

ます。

  RIT の部分では、VR と SW は

RIT 用のもののことです。

  第 4 表が、コントロール部の使

用部品一覧表です。

  第 16 図に、コントロール部のプ

リント板のプリント・パターンを

示します。プリント板の加工が終

わったら、部品を取り付けて組み

立てます。

*

  これで、50MHz SSB トランシー

バーの組み立てに必要な付属回路

がすべてでき上がったことになり

ます。

全体の組み立て

では、アイデアルの SF-5 とい

うケースに、50MHz SSB トランシ

ーバーを納めてみることにしまし

ょう。SF-5 の大きさは、幅 200×

高さ 90×奥行 155mm です。

次ページ第 17図が、50MHz SSB

トランシーバーの全体のつなぎ
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方です。

マイク・コネクターの接続は、

『ハムのトランジスタ活用』の第

3 章で作った SSB トランシーバー

に合わせてありますが、これはあ

なたがお使いのマイクの接続に合

わせてください。

電源は、最初は AC100V から

DC12V を得る電源を内蔵させよ

うと思ったのですが、ケースがい

っぱいなので内蔵させるのをあき

らめました。

  RITをON-OFFするスイッチは

本来は独立して設けたほうがいい

のです（PLL-41 の取扱説明書では

そうなっている）が、パネル面に

スイッチをつける余裕がなかった

ので、RIT 用のバリオームに S 付

き の も の を 使 っ て 、 こ れ で

ON-OFF しています。

第 5 表は、ケースに入れるのに

必要な部品一覧表です。VFO とし

て使うミズホ通信の PLL-41 は、

すでに何度も出てきていますが、

今までの部品表には出てこなかっ

たので、ここに入れてあります。

では、組み立てを始めることに

しましょう。ケースの中の各部の

配置の様子は写真でみていただく

として、SF-5 にはシャシがついて

おり、上側に送信部と BPF、下側

に受信部と LPF、それにコントロ

ール部を納めてあります。

本機の組み立てでむずかしいの

は、 PLL-41 の本体とロータリー

スイッチの取り付けです。これら

は、シャシに穴をあけ、L 金具や

L 型アングルを使って取り付けま

す。

内蔵のスピーカーは、写真のよ

うにケースの上ぶたに取り付けま

す。ケースのふたには放熱用と思

われる穴があけてありますが、こ

の穴の部分にごみよけの布（パン

ティーストッキングの不要になっ

たものが FB）を接着剤ではりつ
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け、スピーカーを取り付けます。

調整とトラブル・

シューティング

全体の組み立てが終わったら、

さっそく働かせてみましょう。ま

ず受信ですが、8 月号のところで

うまく働いていれば問題はありま

せん。

なお、その後 L5を IFZ-455C に

変えると感度が上がることを発見

したのですが、その結果 AGC の

動作が活発になり、8547kHz の水

晶発振の発振周波数が変動してし

まうというトラブルに見舞われま

した。

そこで、現在では水晶発振を別

の FET で行わせる回路に変更し

てあります。どのように変更した

かは、今月は誌面がありませんの

で来月紹介することにします。

なお、L5 を IFZ-455A のままで

うまく働いていれば、それはそれ

でかまいません。

  うまく交信できるようになった

ら、BPF のトリマーをもっともよ

く聞こえるように調整しておきま

しょう。

  受信が OK でしたら、アンテナ

のかわりに高周波電力計をつなぎ、

ツートーン・ジェネレーターをマ

イク端子につないで送信の調整を

します。

1000Hz のシングル・トーンを入

れ、9MHz SSB ジェネレーターと

50MHz 変換・増幅、それに BPF

を出力が最大になるように調整し

ます。これで、VCC＝12V のときに

約 2.5W、VCC＝13.5V で約 3W の

出力が得られました。

送信の調整が終わったら、マイ

クをつないで送信し、他の 50MHz

の受信機でモニターしてみましょ

う。その結果、最初は音声がはい

ると異常発振を起こし、バリバリ

とすごい音がしました。

このトラブルは、9MHz SSB ジ

ェネレーターのプリント板の支持

をサポーターからカラーにかえ、

シャシに完全にアースすることと、

コントロール部の電源回路にパス

コンをつけることによっておさま

りました。

この結果からみて、第 15 図のコ

ントロール部にも、RF 用のパスコ

ンを入れておいたほうがいいよう

です。

受信のほうは、ちょっと高域が

出すぎのようで、シャーっという

セット・ノイズがかなり耳ざわり

です。これは、ボリューム（VR1）

の両端に 0.047μF のコンデンサ

ーを入れるとかなり高域がおさえ

られ、聞きやすくなります。

最後に、RIT の調整をしましょ

う。調整の方法は PLL-41 の取扱

説明書に書いてありますが、送信

と受信の細かい周波数合わせは受

信部の 455kHz のキャリア発振の

L6で行うとうまくいきます。

完成した結果は、50MHz SSB ト

ランシーバーとして完全に実用に

なる無線機となりました。

  受信の感度は送信出力に見合っ

ており、とびきりいいとはいえま

せん。ですから、ブースターをつ

けるのなら送信と受信の両方を用

意すると、さらに高性能な無線機

になりそうです。            口
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